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内政                    

 12 日付閣議の主な内容 

・経済恩赦法案議会上程を決定。 

・昨 8 月の習近平中国国家主席訪モの際に締結

した、通過輸送にかかる政府間協定を承認。 

・ジグジッド鉱業相が鉱山探査特別許可付与準

備状況を報告。(13 日付 US) 

 12 日、国家大会議事務局が政府庁舎ウェブ

見学サイト(tour.parliament.mn)を開設(13 日

付 UN) 

 13 日、ASEM 第 11 回首脳会合開催のため

の国家評議会初会合が開催(14 日付各紙) 

 13 日、憲法公布 23 周年でエンフボルド議

長等がチンギス像に献花(14 日付各紙) 

 13 日、ゾリグト・オルホン県知事が健康状

態を理由に首相に辞職願を提出、エンフバ

ト副知事に印鑑を手交(14 日付 UN) 

 14 日、外交団新年挨拶会が開催され、大統

領、議長、首相、外相、清水大使を団長と

する外交団が参加(15 日付各紙) 

 14 日付内閣官房長官と県知事との月例ビ

デオ会議の主な内容 

2 月 2-3 日に UB 市で県知事会議及びセミナ

ー開催。(15 日付 UN) 

 18 日でモンゴル青年同盟が 24 周年(15 日

付 US) 

 15 日付国会大会議本会議の主な内容 

予算安定化法案の審議実施を可決。現在の債

務高は GDP比 58.3%に到達。(16 日付各紙) 

 15 日、UB 市マネジメント評議会開催 

2030 年までの UB 市開発・経済戦略計画、ナ

ーダム報告及び UB 市警察署署長の報告につい

て協議。(16 日付 US) 

 16 日、2015-2016 年度労働・社会三者協

定に署名、給与及び年金を 10％引き上げ 

チンゾリグ労働相、アムガランバータル・モ

ンゴル労働組合会長、ガンバータル・モンゴル

雇用者統一連盟副総裁が署名。(19 日付各紙) 

 16 日付国家大会議本会議の主な内容 

・2016-2017 年度予算枠通知審議を延期。 

・ガツォールト金鉱床の戦略鉱床リスト登録に

かかる国家大会議決議案の第１次審議実施。 

・歳出監査小委員会委員変更について審議。  

・バーサンフー議員の陳情常任委員会委員長任

命案を可決。(19 日付各紙) 

 

経済                    

 2月より、暖房料金 13%値上げ(13日付 USh) 

 人工衛星打上げ延期 

国家安全保障評議会より具体的方針が未だ示

されず、2015 年度予算に費用を計上しなかった

ため。(13 日付 UN) 

 Shine Asia 社がザブハン県に食品加工及び

皮革加工の軽工業団地を建設予定 

同社は昨年 10 月に同地開発の政府特別許可

を取得、火力発電所を建設中。(13 日付 UN) 

 13 日、ステート銀行が National Life 保険社

と生命保険仲介協力契約締結(14 日付各紙) 

 12 日、さくらサイエンスプランの一環で、

モンゴル工業技術大学附属モンゴル高専の

生徒 10 名が訪日(15 日付 US) 

 14 日、モンゴル中銀が政策金利を 1％引き

上げ、13％に(15 日付各紙) 

 26 日、鉱物資源庁が探査特別許可申請受付

開始 

国土面積の 19.9％(3,100 万ヘクタール)の探

査特別許可を付与予定。その内 13.4％は申請書

提出順、6.5％は入札により決定。(15 日付各紙) 

 ボルド前外相がボグド銀行を新たに開行か 

昨年に開行特別許可取得の模様。(15 日付 US) 

 15 日、国家統計局が昨年度下半期統計報告 
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・不良債権額6,257億トグログ(前年比10.6％増)。 

・インフレ率 11％(前年 12.5%)。 

・通貨供給量 10.6兆トグログ(前年比 12.6％増)。 

・貿易収支額 5 億 3,790 万米ドルの黒字。 

・外国直接投資額前年比 70.7%減。(16 日付 UN)  

 先週、TBF International 社(英)がモンゴルに

最大 50 億米ドルの投資希望を表明 

うち 20 億米ドルを政府、30 億米ドルを大規

模プロジェクトに投資。(19 日付 ZM) 

 15 日、Centerra Gold 社(加)が、昨年度金

650,821 オンスを採掘と報告 

うち 567,693 オンスをキルギス、56,128 オン

スをモンゴルのボロー金鉱床で採掘。(19 日付

UN) 

 16 日、ボルドバータル保健・スポーツ副大

臣は、「上海建設」国有会社と新スポーツ

中央宮殿建設にかかる協力覚書に署名 

同社はボヤント・オハー・スポーツ宮殿建設

企業。(19 日付 USh) 

 4 月、アムガラン熱供給所が稼動開始予定

(19 日付 US) 

 

経済協力                                                  

 12 月 29 日、北朝鮮に牛 104 頭を供与 

2013 年エルベグドルジ大統領訪朝の際、1 万

頭の家畜供与の約束をしたが、財政状況悪化の

ため今年は複数回の支援は困難。(13 日付 ZM) 

 15 日、UB 市は洪水危機管理戦略及び情報

提供サイトを公表                                  

日本開発政策人材育成基金(PHRD)が世銀と共

同実施。(16 日付 UN) 

                                                                                                                                   

外交                     

 13 日、ツォルモン国防相がホン北朝鮮大使

と会談 

「ツ」大臣より、防衛交流・協力に加えて、

スポーツ・学術交流及び北朝鮮医師のモンゴル

招聘等での協力を表明。(14 日付 ZM) 

 18-24 日、エルベグドルジ大統領が外遊 

・18-20 日、ミロシュ・ゼマン・チェコ大統領

の招待でチェコを公式訪問。 

・21-24 日、第 45 回ダボス会議出席。(16 日付

各紙) 

 3 月 3-8 日、ドイツ・ベルリンで開催予定

の旅行博覧会「ITB ベルリン 2015」にモン

ゴルが参加(16 日付各紙) 

 16-25 日、ベルリンで第 7 回国際農業大臣

サミット開催 

ボルマー食糧・農牧業相が参加。15 日、ルク

ラブス・ラトビア農業相と省間協力覚書を締結。

(19 日付 ZM) 

 

日本関連報道                

 14 日、閣議で 2015 年度防衛予算案を過去

最高 4 兆 9,800 億円に決定(15 日付各紙) 

 17 日、安倍総理が中東の安定化・インフラ

整備に新たに25億米ドルの支援表明(19日

付各紙) 

 16 日、鶏インフルエンザ感染が確認され、

岡山で鶏 20 万羽を殺処分(19 日付 US) 


